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第18回 [ 3090 ]回目 例会報告  令和４年 (2022）１２月１８日（木） 
                    出席委員会報告 

 

年 次 総 会 
 
◆開会点鐘  石川邦俊 会長                             

 
◆ロータリーソング 〔我等の生業〕 服部裕一            
 
◆四つのテストの唱和 高倉 怜 職業奉仕委員 
 
∮ 今週の誕生日    ♬♬ ♬ ♬ ♬ 12月 8日 村上 裕司 会員 ♫♫♫♫♫ 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥lunch time‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

◆会長の時間 

本日も例会ご出席ありがとうございます。まずもって、小さな声で「ブラボー！」、サッ

カーですが感動を覚えました。それでは理事会のご報告ですが、１５日の家族同伴チャリテ

ィー忘年会は話し合いました結果、家族の同伴は新年会に予定することになりました。また、

指名委員会に基づき、次年度の役員選出が決まり、満場一致で採択されました。第２５３０

地区の方では、右近八郎ガバナーエレクトの国際協議会壮行会が１２月４日に開催され、出

席してまいりました。ガバナーエレクトは、１月８日のフロリダ州オークランドで開催され

る国際協議会に出席されます。今日は斎藤孝裕会長エレクトが指名した委員長さんたちが、

来年の抱負を発表すると思いますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。 
 
◆幹事報告 紺野容樹 幹事 
Ａ．メーキャップ報告 １２／３  地区補助金管理セミナー        斎藤孝裕、渡辺哲也、鈴木牧子 各会員 

１２／４  右近八郎ガバナーエレクト壮行会    石川邦俊、生田目正志 各会員  
◆地区青少年奉仕委員会セミナーの報告 西條博之 委員長 

ご報告が遅れましたが、１０月２２日に行われた青少年奉仕委員会、ローターアクト委員会、学友委員会の合同

セミナーに参加し勉強してまいりました。細かい内容につきましては、割愛させていただきますが、最後に青少年

奉仕に関わった若い次世代の人たちと、その後も連絡をとって関係を続けることが、今後の若い世代にロータリー

活動が広がる上でとても大事だというお話をされておりました。 
 
◆１１月１２日１３日地区大会・親睦小旅行の報告 油井明則 委員長 

先だって、地区大会・親睦小旅行を無事終了することができました。ご参加いただいた方、ご協力いただいた方、

大変ありがとうございました。詳細は週報に写真付きで載せてありますので、ご確認をお願いいたします。また、

親睦小旅行の精算書は、参加者にお配りしておりますので、こちらもご確認をお願いいたします。いよいよメイン

の家族同伴親睦旅行について、例会終了後、親睦委員会を開きますので、委員の方はご協力をお願いいたします。 
 
◆地区補助金管理セミナーについての報告 斎藤孝裕 会長エレクト 

１２月３日の補助金管理セミナーに渡辺哲也会員と鈴木牧子会員の３名で出席してまいりました。その際に、１

００％財団目標達成ということでバナーをいただきましたので、お披露目させていただきます。皆様、ありがとう

ございました。今回の内容は、地区補助金とグローバル補助金の使い方について、具体的な申請の方法等を勉強し

てまいりました。もし地区補助金に該当する活動があれば、活用して活性化に繋げられればと思います。 
 
◆ロータリー情報小委員会からのお願い 菅野浩司 委員長 

ロータリー情報委員会から皆さんにお願いです。１１月は通常での例会がなかったので、１１月と１２月のロー 
タリーの友を先週皆さんにお配りしたと思います。先週お休みの方は、今日のお帰りの際に、必ずお持ち帰りいた
だくようお願いいたします。 
 
◆スマイリングＢＯＸ 堀切孝敏 委員 【合計３１ｓ】 

石川  邦俊 会員 ５ｓ 妻の誕生日に花を頂いて 
 

会員総数 39 名  

出席会員 26 名  

欠席会員 13 名 

出席率  66.67% 

  飯坂ロータリークラブ 創   立   昭和 33 年（1958）5 月 5 日 

ガバナー   佐 藤 正 道 

ガバナー補佐  網 代 智 明 

会   長     石 川 邦 俊 

幹   事     紺 野 容 樹 

       

 

 

週  報  
報 

言行はこれに照らしてから 
「四つのテスト」 

1. 真実かどうか 

2. みんなに公平か 

3. 好意と友情を深めるか 

4.みんなのためになるかどうか 
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目
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地区スローガン 

情熱 行動 

感動 共有 
地区重点目標 
１．DEI を取り入れ
た会員増強拡大 
２．よりインパクト
のある奉仕 
事業の実践 

３．活動の情報 
発信 

４．ネットワークの
構築 

5.ポリオ撲滅 

１２月は疾病予防と治療月間 

菅野 浩司 会員 ５ｓ 流行り病にかかってしまい、国際交流フェス、前回例会欠席となりました。お詫び申し上げます。 
高田 薫  会員 ５ｓ 多々欠席おわび             紺野 容樹 会員 ３ｓ 妻にすてきなお花ありがとうございました。 
堀切 孝敏 会員 ３ｓ この１年ありがとうございました。    油井 明則 会員 ３ｓ 前回遅刻おわびとして 
西條 博之 会員 ３ｓ 欠席おわび               畠  隆章 会員 ２ｓ 早退おわび      
千葉 政行 会員 ２ｓ ・前回欠席おわび 

 



年次総会 2023-24年度役員・理事 
【会長】斎藤孝裕 会員 次年度の会長に決定していただきました斎藤孝裕です。なにぶん会長の器という部分

では、皆様方にとって、非常に頼りないところもあるかと思いますが、役員の皆様方に支えていただき、来年７月

から一年間を全うしてまいりたいと思います。また、重ねてのお願いですが、今回決定されました各委員長の皆様

方には、副委員長等の人選を進めていただければありがたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 
 
【会長エレクト】生田目正志 会員 来年は会長エレクトということで、エレベーター形式の第四段階にきまし

た。来年は斎藤孝裕会長のもと、会長の教えを乞いながら、何とか勉強させていただくという形で頑張りたいと思

います。皆様、よろしくお願いいたします。  
【副会長】紺野容樹 会員 会長が欠席する場合には、副会長ということで、今から会長の時間の原稿を作って

おきたいと思っております。来たる３年後の会長の時にも、例会での会長の時間を今から準備しておかなければと

考えておりますが、なかなかそうもいかず、次年度の斎藤孝裕会長、生田目会長エレクトと菅野浩司幹事で、飯坂

ロータリーを頑張ってまいりますので、よろしくお願いいたします。  
【幹事】菅野浩司 会員 ６０周年記念の年度に、幹事を一度務めさせていただいており、今回は２回目となりま

すので、前回の経験、反省点を踏まえ、次年度一年間を務めてまいりたいと思っております。役員はじめ会員の皆

さんのご協力があって、一年間何とか事業を進めていけることになります。ロータリーの掟は、頼まれたら「はい」

か「YES」か「喜んで」の三つしかありません。実は私思うのですが、もう一つその上の“神対応”というのがある

と思います。これは「忖度」だと思います。会長幹事が困っているなと思ったら、ぜひ「忖度」していただいて、

次年度は率先して、頼まれる前に自ら手を挙げてご協力いただければと思います。よろしくお願いいたします。  
【会 計】渡辺賢司 会員 次年度で３年目になるでしょうか。ロータリーとしての任期もございますが、私も

職場の任期がありまして、だんだんその任期も終わりが近づいているというのが正直なところですが、残された期

間をしっかり務めてまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。  
【Ｓ・Ａ・Ａ】吾妻一夫 会員 S・A・A は、今までも何度かお手伝いをしたものの、トップになるのは今回が

初めてです。先ほども佐藤真也会員にお聞きして予行練習をしておりますが、一生懸命、配布物等を皆さんに揃え

たり準備したいと思います。よろしくお願いいたします。  
【副幹事】渡辺達也 会員 ロータリーに入会して来年が８年目ですが、皆さんに良くしていただいて、背中を

押され、今までやってきました。「ロータリーは貸し借りだ」と言いますが、私の場合は借りしかないので頑張り

ます。次年度はみんなのためになるかではなく、みんなのためになるような行動を取りたいと思います。未熟者で

すが、一生懸命頑張りたいと思いますので、ご指導をよろしくお願いいたします。  
【社会奉仕委員長】服部裕一 会員 久しぶりの社会奉仕委員長ということで今日承認されました。次期会長か

ら何とかお願いしますと頼まれましたので、来年一年間、会員の皆様と共に次期会長、幹事を応援したいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。  
【青少年奉仕委員長】油井明則 会員 初めてなので現委員長の西條博之会員、また、先輩方にご指導を仰ぎな

がら、地域の青少年の健全な育成のために、一生懸命頑張ってまいりますのでよろしくお願いいたします。  
【直前会長】石川邦俊 会員 皆様、発表ありがとうございます。あと半年間、皆様にご協力をいただき、直前

会長ということができるようになったら、自分の気持ちもほっとするのかなと思いますので、あと７ヶ月、皆様の

ご協力をよろしくお願いいたします  
【直前幹事】紺野容樹 会員 只今、石川会長のおっしゃった通り、半年過ぎ、私の中では反省が多々あります

が、次の幹事が菅野浩司会員、副幹事が渡辺達也会員と、心強お二人が私の後にいらっしゃいますので、副会長と

して次年度を楽しみたいと思います。よろしくお願いいたします  
【活性化特別委員長（時限）】鈴木義明 会員 今年度で確か３年連続ということで、来年度で４年連続です。大

好きな委員会ですので、会長、幹事の指導のもと、頑張りますのでご協力よろしくお願いいたします。  
【会計監査】佐藤喜市郎 会員 次年度の斎藤孝裕会長、菅野浩司幹事を盛り立てながら、皆さんに精一杯活動

して欲しいと思っております。それが今の公共イメージ向上につながっていきますので、どうか遠慮なく、活動に

励んでいただき、その上で監査を批評させていただきますのでよろしくお願いいたします。  
【会計監査】安斎忠作 会員 今年度と引き続きまして、次年度もまた会計監査ということになりました。斎藤

会長を中心に、みんなでこの飯坂ロータリーを盛り上げていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。  
【次年度の抱負】斎藤孝裕 会長エレクト 抱負ですが、やはり一人ではこの会の運営はできませんし、また、

他クラブの方々と交流することによって、勉強にもなりますので、次年度は他クラブとの交流を一生懸命やってい

きたいと思います。前回のベトナムの奨学生の方のお話がありましたが、すごく良いお話をしてくださいました。

そういった奨学生は他のクラブにもいらっしゃると思いますので、交流を進めてまいりたいと思います。よろしく

お願いいたします。                               ◆閉会点鐘  会長 

■親睦活動小委員会開催 12 月 8 日（木）13：30～「吉川屋」 

《内 容》①家族同伴親睦旅行について ②その他 
《出席者》石川邦俊、紺野容樹、油井明則、吾妻一夫、菅野浩司、村上裕司、生田目正志、高田 薫、渡辺達也 以上の会員 


